
＜支援機関　漁業協同組合＞ 令和２年11月12日現在

都道府県 市町村 番地 担当部署名 連絡先

01600 石狩湾漁業協同組合 水産業 北海道 石狩市 新港東４丁目８００番地２先 0133-62-3331

01601 小樽市漁業協同組合 水産業 北海道 小樽市 色内３丁目５番１８号 0134-22-5133

01602 余市郡漁業協同組合 水産業 北海道 余市郡余市町 港町１４８番地 0135-23-2131

01603 東しゃこたん漁業協同組合 水産業 北海道 古平郡古平町 大字入船町１４番地 0135-42-2511

01604 古宇郡漁業協同組合 水産業 北海道 古宇郡泊村 大字泊村４９番地３６地先漁港埋立地 0135-75-3111

01605 岩内郡漁業協同組合 水産業 北海道 岩内郡岩内町 字大浜９２番地 0135-62-1313

01606 寿都町漁業協同組合 水産業 北海道 寿都郡寿都町 字大磯町２１番地１ 0136-62-2555

01607 島牧漁業協同組合 水産業 北海道 島牧郡島牧村 字港１００番地 0136-76-7311

01608 ひやま漁業協同組合 水産業 北海道 爾志郡乙部町 元町５２０番地 0139-62-3300

01609 松前さくら漁業協同組合 水産業 北海道 松前郡松前町 字赤神３２３番地 0139-44-2211

01610 福島吉岡漁業協同組合 水産業 北海道 松前郡福島町 字吉岡７５０番地 0139-48-5311

01611 上磯郡漁業協同組合 水産業 北海道 上磯郡知内町 字涌元３４番地１先 01392-5-5204

01612 函館市漁業協同組合 水産業 北海道 函館市 豊川町２７番地６号 0138-23-3195

01613 銭亀沢漁業協同組合 水産業 北海道 函館市 古川町１３番地１ 0138-58-2121

01614 戸井漁業協同組合 水産業 北海道 函館市 釜谷町４１番地 0138-82-2311

01615 えさん漁業協同組合 水産業 北海道 函館市 大澗町５１番地４ 0138-84-2231

01616 南かやべ漁業協同組合 水産業 北海道 函館市 臼尻町１５４番地２ 0138-25-3004

01617 鹿部漁業協同組合 水産業 北海道 茅部郡鹿部町 字宮浜３２３番地 01372-7-2311

01618 砂原漁業協同組合 水産業 北海道 茅部郡森町 字砂原４丁目３１番地１ 01374-8-2550

01619 森漁業協同組合 水産業 北海道 茅部郡森町 字港町４０番地２１ 01374-2-2222

01620 落部漁業協同組合 水産業 北海道 二海郡八雲町 落部５２９番地 0137-67-2211

01621 八雲町漁業協同組合 水産業 北海道 二海郡八雲町 内浦町１５５番地３ 0137-62-3101

01622 長万部漁業協同組合 水産業 北海道 山越郡長万部町 字旭浜１５９番地１０ 01377-2-3126

01623 いぶり噴火湾漁業協同組合 水産業 北海道 虻田郡洞爺湖町 入江３００番地 0142-76-5218

01624 室蘭漁業協同組合 水産業 北海道 室蘭市 舟見町１丁目１３０番地２１ 0143-24-3331

01625 いぶり中央漁業協同組合 水産業 北海道 登別市 登別港町１丁目２８番地 0143-83-5001

01626 苫小牧漁業協同組合 水産業 北海道 苫小牧市 汐見町１丁目１番１３号 0144-35-0111

01627 鵡川漁業協同組合 水産業 北海道 勇払郡むかわ町 汐見７５１番地 0145-42-2055

01628 ひだか漁業協同組合 水産業 北海道 日高郡新ひだか町 静内春立１４１番地 0146-48-2111

01629 日高中央漁業協同組合 水産業 北海道 浦河郡浦河町 浜町４５番地 0146-22-2251

01630 えりも漁業協同組合 水産業 北海道 幌泉郡えりも町 字本町１８２番地２ 01466-2-2211

01631 広尾漁業協同組合 水産業 北海道 広尾郡広尾町 会所前２丁目７９番地 01558-2-3131
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01632 大樹漁業協同組合 水産業 北海道 広尾郡大樹町 浜大樹３２２番地 01558-7-7801

01633 大津漁業協同組合 水産業 北海道 中川郡豊頃町 大津港町３５番地 015-575-2311

01634 白糠漁業協同組合 水産業 北海道 白糠郡白糠町 岬１丁目２番地４２ 01547-2-2221

01635 釧路市漁業協同組合 水産業 北海道 釧路市 浜町３番１２号 0154-22-5151

01636 釧路市東部漁業協同組合 水産業 北海道 釧路市 大川町１番１３号 0154-41-5211

01637 昆布森漁業協同組合 水産業 北海道 釧路郡釧路町 昆布森２丁目７２番地 0154-63-2311

01638 厚岸漁業協同組合 水産業 北海道 厚岸郡厚岸町 奔渡３丁目１番地 0153-52-3151

01639 散布漁業協同組合 水産業 北海道 厚岸郡浜中町 火散布１８８番地 0153-67-2111

01640 浜中漁業協同組合 水産業 北海道 厚岸郡浜中町 霧多布東１条１丁目２１番地 0153-62-2121

01641 落石漁業協同組合 水産業 北海道 根室市 落石西３９５番地２先埋立地 0153-27-2121

01642 根室漁業協同組合 水産業 北海道 根室市 海岸町１丁目１７番地 0153-23-6161

01643 歯舞漁業協同組合 水産業 北海道 根室市 歯舞４丁目１２０番地１先埋立地 0153-28-2121

01644 根室湾中部漁業協同組合 水産業 北海道 根室市 温根沼３４４番地３ 0153-25-3131

01645 別海漁業協同組合 水産業 北海道 野付郡別海町 本別海１番地９５ 0153-75-8111

01646 野付漁業協同組合 水産業 北海道 野付郡別海町 尾岱沼港町１７９番地２ 0153-86-2211

01647 標津漁業協同組合 水産業 北海道 標津郡標津町 北６条東１丁目１番１号 0153-82-2141

01648 羅臼漁業協同組合 水産業 北海道 目梨郡羅臼町 船見町２番地１３ 0153-87-2131

01649 ウトロ漁業協同組合 水産業 北海道 斜里郡斜里町 ウトロ東１１７番地 0152-24-2011

01650 斜里第一漁業協同組合 水産業 北海道 斜里郡斜里町 前浜町６番地１ 0152-23-2141

01651 網走漁業協同組合 水産業 北海道 網走市 港町４番地６３ 0152-43-3121

01652 西網走漁業協同組合 水産業 北海道 網走市 大曲１丁目７-１ 0152-61-3311
http://www.trace-
info.jp/jfnabashiri/

01653 常呂漁業協同組合 水産業 北海道 北見市 常呂町字常呂６９１番地 0152-54-2130

01654 佐呂間漁業協同組合 水産業 北海道 常呂郡佐呂間町 字富武士番外地 01587-2-3324

01655 湧別漁業協同組合 水産業 北海道 紋別郡湧別町 曙町９番地１ 01586-5-2011

01656 紋別漁業協同組合 水産業 北海道 紋別市 港町６丁目５番２号 0158-24-2131

01657 沙留漁業協同組合 水産業 北海道 紋別郡興部町 字沙留１４３番地１ 0158-83-2211

01658 雄武漁業協同組合 水産業 北海道 紋別郡雄武町 字雄武９８３番地 0158-84-2531

01659 枝幸漁業協同組合 水産業 北海道 枝幸郡枝幸町 幸町７８８８番地 0163-62-1285

01660 頓別漁業協同組合 水産業 北海道 枝幸郡浜頓別町 字頓別６１８番地 01634-2-2161

01661 猿払村漁業協同組合 水産業 北海道 宗谷郡猿払村 浜鬼志別１５４１番地４ 01635-2-3111

01662 宗谷漁業協同組合 水産業 北海道 稚内市 宗谷村字宗谷７７番地 0162-77-2331

01663 稚内漁業協同組合 水産業 北海道 稚内市 中央４丁目１８番６号 0162-23-3034

01664 利尻漁業協同組合 水産業 北海道 利尻郡利尻富士町 鷲泊字港町１９４番地１地先 0163-82-1105



都道府県 市町村 番地 担当部署名 連絡先
備考

支援機関
コード

支援機関名 ホームページＵＲＬ属性
支援機関所在地 担当窓口

01665 香深漁業協同組合 水産業 北海道 礼文郡礼文町 大字香深村トンナイ５５８－１ 0163-86-1745

01666 船泊漁業協同組合 水産業 北海道 礼文郡礼文町 船泊村字ヲションナイ１５９番地１０ 0163-87-2101

01667 遠別漁業協同組合 水産業 北海道 天塩郡遠別町 字本町３丁目１０１番地１ 01632-7-2235

01668 北るもい漁業協同組合 水産業 北海道 苫前郡羽幌町 港町１丁目３６番地 0164-62-1291

01669 新星マリン漁業協同組合 水産業 北海道 留萌市 明元町５丁目３番地 0164-43-1111

01670 増毛漁業協同組合 水産業 北海道 増毛郡増毛町 港町４６番地２ 0164-53-1555

01671 支笏湖漁業協同組合 水産業 北海道 千歳市 支笏湖温泉 0123-25-2059 http://shikotsuko-gyokyo.org/

01673 洞爺湖漁業協同組合 水産業 北海道 有珠郡壮瞥町 字仲洞爺123番地 0142-66-2312 http://www.ltfa.info/

01674 北海道漁業協同組合連合会 水産業 北海道 札幌市 中央区北3条西7丁目1 011-241-1052

02600 青森県漁業協同組合連合会 水産業 青森県 青森市 安方一丁目1番32号　水産ビル3階 017-722-4218 www.amgyoren.or.jp

02601 十和田湖増殖漁業協同組合 水産業 青森県 十和田市 大字奥瀬字十和田湖畔休屋486 0176-75-2612

02603 深浦漁業協同組合 水産業 青森県 深浦町 大字深宇浦字浜町364-2 0173-74-2411

02604 新深浦町漁業協同組合 水産業 青森県 深浦町 大字北金ヶ沢字塩見形 0173-76-2511

02605 風合瀬漁業協同組合 水産業 青森県 深浦町 大字風合瀬字上砂子川145-7先 0173-76-3086

02606 赤石水産漁業協同組合 水産業 青森県 鯵ヶ沢町 大字赤石町字砂山146 0173-72-3094

02607 鯵ヶ沢漁業協同組合 水産業 青森県 鯵ヶ沢町 大字本町200 0173-72-3001

02608 下前漁業協同組合 水産業 青森県 中泊町 大字小泊字下前207-1 0173-64-2211

02609 小泊漁業協同組合 水産業 青森県 中泊町 大字小泊字大山長根128 0173-64-2641

02610 十三漁業協同組合 水産業 青森県 五所川原市 十三羽黒崎133 0173-62-3110

02611 竜飛今別漁業協同組合 水産業 青森県 今別町 大字今別字今別113番地3 0174-35-2049

02612 三厩漁業協同組合 水産業 青森県 外ヶ浜町 字三厩本町9番地 0174-37-2007

02613 蓬田村漁業協同組合 水産業 青森県 蓬田村 大字郷沢字浜田２１７番地 0174-27-2006

02614 後潟漁業協同組合 水産業 青森県 青森市 大字六枚橋字磯打22番地 017-754-3532

02615 平内町漁業協同組合 水産業 青森県 平内町 大字浅所字浅所91-56 017-755-4111

02616 野辺地町漁業協同組合 水産業 青森県 野辺地町 字野辺地568番地 0175-64-2264

02617 横浜町漁業協同組合 水産業 青森県 横浜町 字下川原123 0175-78-2006

02618 むつ市漁業協同組合 水産業 青森県 むつ市 大湊新町10番6号 0175-24-1261

02619 川内町漁業協同組合 水産業 青森県 むつ市 川内町川内無番地 0175-42-3210

02620 脇野沢村漁業協同組合 水産業 青森県 むつ市 脇野沢本村無番地 0175-44-2211
https://shimokita.jfwakinosawa.com

/

02621 佐井村漁業協同組合 水産業 青森県 佐井村 大字佐井字糠森144-1 0175-38-4111 http://www.jf-sai.jp/

02622 奥戸漁業協同組合 水産業 青森県 大間町 大字奥戸字奥戸村１７３番地先 0175-37-2217

02623 大間漁業協同組合 水産業 青森県 大間町 大字大間字下手道５９番地３ 0175-37-3117

02624 蛇浦漁業協同組合 水産業 青森県 風間浦村 大字蛇浦字蛇浦96番地 0175-35-2311
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02625 易国間漁業協同組合 水産業 青森県 風間浦村 大字易国間字新町46番地 0175-35-2011

02626 下風呂漁業協同組合 水産業 青森県 風間浦村 大字下風呂字下風呂１２７番地 0175-36-2211

02627 大畑町漁業協同組合 水産業 青森県 むつ市 大畑町湊村191 0175-34-4111

02628 石持漁業協同組合 水産業 青森県 東通村 大字蒲野沢字石持50-1 0175-27-2041

02629 野牛漁業協同組合 水産業 青森県 東通村 大字野牛字釜ノ平251番地 0175-27-2151

02630 岩屋漁業協同組合 水産業 青森県 東通村 大字岩屋字往来172 0175-47-2009

02631 尻屋漁業協同組合 水産業 青森県 東通村 大字尻屋字山根61-2 0175-47-2021

02632 尻労漁業協同組合 水産業 青森県 東通村 大字尻労字安部36番地1 0175-47-2131

02633 白糠漁業協同組合 水産業 青森県 東通村 大字白糠字向流１０９番地 0175-46-2211

02634 泊漁業協同組合 水産業 青森県 六ケ所村 泊字焼山９９２番地先 0175-77-3121

02635 百石町漁業協同組合 水産業 青森県 おいらせ町 一川目一丁目73-930 0178-52-2385

02636 三沢市漁業協同組合 水産業 青森県 三沢市 三川目四丁目145番地552 0176-54-2202 http://www.jf-.misawa.net

02637 八戸みなと漁業協同組合 水産業 青森県 八戸市 大字白銀町字三島下101 0178-33-3311 https://www.jf-hachinohe-m.or.jp

02638 階上漁業協同組合 水産業 青森県 階上町 大字道仏字榊山5番地61 0178-89-2111

02639 小川原湖漁業協同組合 水産業 青森県 東北町 旭北4丁目31-662 0176-56-2104 www.jf-ogawarako.com

02640 青森市漁業協同組合 水産業 青森県 青森市 大字油川字岡田262-12 017-752-6650

02641 八戸鮫浦漁業協同組合 水産業 青森県 八戸市 大字鮫町字鮫90番地17 0178-33-0556

02642 六ケ所村海水漁業協同組合 水産業 青森県 六ケ所村 大字尾駮字野附122５ 0175-72-2314

02643 八戸市南浜漁業協同組合 水産業 青森県 八戸市 大字鮫町字葛ノ芽1番地4 0178-38-2216

02644 外ヶ浜漁業協同組合 水産業 青森県 外ヶ浜町 平舘今津尻高15-3 0174-25-2322

02645 猿ヶ森漁業協同組合 水産業 青森県 東通村 大字猿ヶ森字村中34番地 0175-48-2829

03600 岩手県漁業協同組合連合会 水産業 岩手県 盛岡市 内丸16-1 019-626-8079 http://www.jf-net.ne.jp/itgyoren/

03601 大船渡市漁業協同組合 水産業 岩手県 大船渡市 赤崎町字蛸ノ浦68 0192-27-3133 http://www.jfofunato.or.jp/

03602 三陸やまだ漁業協同組合 水産業 岩手県 下閉伊郡山田町 中央町11-14 0193-82-1122 http://www.jf-sanrikuyamada.jp/

03603 宮古漁業協同組合 水産業 岩手県 宮古市 光岸地4-40 0193-62-1234
http://www.jfmiyako.or.jp/gaiyou.ht

ml

03604 田老町漁業協同組合 水産業 岩手県 宮古市 田老3-2-1 0193-87-2171 http://www.masaki-wakame.com/

03605 久慈市漁業協同組合 水産業 岩手県 久慈市 長内町42-6 0194-52-3111 http://www.itkujigyokyo.jf-net.ne.jp/

03606 重茂漁業協同組合 水産業 岩手県 宮古市 重茂1-37-1 0193-68-2211 http://www.jfomoe.or.jp/

03607 岩手県内水面漁業協同組合連合会 水産業 岩手県 盛岡市 内丸16-1　水産会館 019-623-8712 https://www.iwate-naisuimen.jp/

03608 越喜来漁業協同組合 水産業 岩手県 大船渡市 三陸町越喜来字杉下126-1 0192-44-2135

03609 吉浜漁業協同組合 水産業 岩手県 大船渡市 三陸町吉浜字向野32-7 0192-45-2151 http://www.jfyoshihama.or.jp/

03610 普代村漁業協同組合 水産業 岩手県 下閉伊郡普代村 9字銅屋31-4 0194-35-3111

03611 小子内浜漁業協同組合 水産業 岩手県 九戸郡洋野町 種市大字小子内3-2 0194-67-3411
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03612 種市南漁業協同組合 水産業 岩手県 九戸郡洋野町 種市7-34-1 0194-75-3611

03613 広田湾漁業協同組合 水産業 岩手県 陸前高田市 広田町字泊102-4 0192-56-3111 https://www.jfhirota.or.jp/

03614 綾里漁業協同組合 水産業 岩手県 大船渡市 三陸町綾里字中曽根66 0192-42-2151 http://www.jf-ryouri.or.jp/

03615 唐丹町漁業協同組合 水産業 岩手県 釜石市 唐丹町小白浜533 0193-55-2115 https://jf-tonicho.or.jp/

03616 釜石湾漁業協同組合 水産業 岩手県 釜石市 大字平田3-46 0193-26-5221 http://kamaishiwan.fromc.jp/

03617 釜石東部漁業協同組合 水産業 岩手県 釜石市 箱崎町5-35-16 0193-28-2507 http://jfit.biz/toubu/

03618 新おおつち漁業協同組合 水産業 岩手県 上閉伊郡大槌町 吉里吉里2-1-13 0193-44-2321 http://jfshinootuchi.jp/

03619 船越湾漁業協同組合 水産業 岩手県 下閉伊郡山田町 船越13-104 0193-84-2121

03620 小本浜漁業協同組合 水産業 岩手県 下閉伊郡岩泉町 小本字家の向221-1 0194-28-2125

03621 田野畑村漁業協同組合 水産業 岩手県 下閉伊郡田野畑村 羅賀192-114 0194-33-2311

03622 戸類家漁業協同組合 水産業 岩手県 九戸郡洋野町 種市10字西戸類家4 0194-65-2636

03623 種市漁業協同組合 水産業 岩手県 九戸郡洋野町 種市22-131-1 0194-65-4551

03624 野田村漁業協同組合 水産業 岩手県 九戸郡野田村 大字野田27-73 0194-78-2171
http://www.jf-

noda.or.jp/gaiyo/index.html

04600 宮城県漁業協同組合 水産業 宮城県 石巻市 開成1-27 0225-21-5744

04601 渡波漁船漁業協同組合 水産業 宮城県 石巻市 魚町2丁目12番地3 0225-94-9338 ―

04602 牡鹿漁業協同組合 水産業 宮城県 石巻市 鮎川浜丁55番地 0225-45-2411 http://oshikagyokyo.or.jp/

04603 塩釜市漁業協同組合 水産業 宮城県 塩釜市 新浜町3丁目30番17号 022-363-0137 ―

04604 宮城県内水面漁業協同組合連合会 水産業 宮城県 石巻市 魚町2－12－3 0225-94-9338

05600 秋田県漁業協同組合 水産業 秋田県 秋田市 土崎港西一丁目5番11号 018-845-1311

05601 能代市浅内漁業協同組合 水産業 秋田県 能代市 浅内字浅内83 0185-54-8911

05602 三種町八竜漁業協同組合 水産業 秋田県 山本郡三種町 浜田字福沢63 0185-85-3124

05603 八峰町峰浜漁業協同組合 水産業 秋田県 山本郡八峰町 峰浜沼田字明神長根45 0185-76-3099

05604 秋田県内水面漁業協同組合連合会 水産業 秋田県 大館市 岩瀬字赤沼62-1 0186-54-6526 https://akita-naisuimen.com/

05605 八郎湖増殖漁業協同組合 水産業 秋田県 南秋田郡八郎潟町 字川口地先官有地 018-875-2508

05606 岩見川漁業協同組合 水産業 秋田県 秋田市 河辺和田字上中野184-2 018-882-3734

06600 山形県漁業協同組合 水産業 山形県 酒田市 船場町２丁目２番１号 0234-24-5612 https://www.kengyokyo.or.jp/

06601 山形県内水面漁業協同組合連合会 水産業 山形県 山形市 松波2-8-1　県庁水産振興課内 023-641-2407
http://www.yfn-

net.jp/yamagataken-naisuiren/

07600 福島県漁業協同組合連合会 水産業 福島県 いわき市 中央台飯野四丁目３番地の１ 0246-28-9335 http://www.fsgyoren.jf-net.ne.jp/

08600 茨城沿海地区漁業協同組合連合会 水産業 茨城県 水戸市 三の丸１－１－３３ 029-224-5151 http://www.ieg.jf-net.ne.jp/

08601 平潟漁業協同組合 水産業 茨城県 北茨城市 平潟町６０５番地先 0293-46-1131

08602 大津漁業協同組合 水産業 茨城県 北茨城市 大津町２７９９ 0293-46-1117

08603 川尻漁業協同組合 水産業 茨城県 日立市 川尻町１－１０－１０ 0294-43-5344

08604 久慈町漁業協同組合 水産業 茨城県 日立市 久慈町１－１－２ 0294-52-3360 http://jfkujimachi.wixsite.com/jfkjmc
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08605 久慈浜丸小漁業協同組合 水産業 茨城県 日立市 久慈町１－１－２ 0294-52-2066

08606 磯崎漁業協同組合 水産業 茨城県 ひたちなか市 磯崎町４６４３番地 029-265-8111

08607 那珂湊漁業協同組合 水産業 茨城県 ひたちなか市 和田町３－１１－１１ 029-263-6311 http://www.jf-nakaminato.com/

08608 大洗町漁業協同組合 水産業 茨城県 東茨城郡大洗町 磯浜町字東８２５３番地の１０ 029-266-2165 https://www.jf-oarai.com/

08609 鹿島灘漁業協同組合 水産業 茨城県 鹿嶋市 大字平井字灘２２８９番地 0299-82-2089

08610 はさき漁業協同組合 水産業 茨城県 神栖市 波崎新港９番地 0479-44-1122 http://www.portland.ne.jp/~hasaki/

08611 霞ヶ浦漁業協同組合 水産業 茨城県 行方市 玉造甲1560-6 0299-55-0057 http://www.jf-kasumigaura.jp/

08612 麻生漁業協同組合 水産業 茨城県 行方市 麻生163-1 0299-72-0416

09600 栃木県漁業協同組合連合会 水産業 栃木県 下野市 谷地賀1946番 0285-37-9277
https://www.fishing-

navi.com/blank-2

10600 群馬県漁業協同組合連合会 水産業 群馬県 前橋市 敷島町13　水産会館 027-233-6011 http://www.gunfish.jp/

11600 埼玉県養殖漁業協同組合 水産業 埼玉県 加須市 北小浜1060 0480-61-1151

11601 埼玉県漁業協同組合連合会 水産業 埼玉県 加須市 北小浜1060-1　埼玉県水産研究所内 0480-53-4211
https://www.fishing-

navi.com/blank-3

12600 千葉県漁業協同組合連合会 水産業 千葉県 千葉市 中央区新宿２丁目３番８号 043-242-6858 http://chiba-gyoren.or.jp/

12601 市川市漁業協同組合 水産業 千葉県 市川市 塩浜1丁目17番3号 047-395-3211

12602 船橋市漁業協同組合 水産業 千葉県 船橋市 湊町1丁目24番6号 047-431-2041

12603 牛込漁業協同組合 水産業 千葉県 木更津市 牛込752番地 0438-41-1341

12604 金田漁業協同組合 水産業 千葉県 木更津市 中島4412番地 0438-41-0511 http://www.kaneda.or.jp

12605 久津間漁業協同組合 水産業 千葉県 木更津市 久津間1291番地 0438-41-2696 http://www.kuzuma.or.jp

12606 江川漁業協同組合 水産業 千葉県 木更津市 江川576番地6 0438-41-2234

12607 木更津市中里漁業協同組合 水産業 千葉県 木更津市 中里2丁目5番26号 0438-22-2728

12608 木更津漁業協同組合 水産業 千葉県 木更津市 中央3丁目14番11号 0438-23-4545 http://www.jf-kisarazu.jp

12609 富津漁業協同組合 水産業 千葉県 富津市 富津2035-74 0439-87-5561 http://jf-futtsu.com/

12610 新富津漁業協同組合 水産業 千葉県 富津市 富津2430-1 0439-87-3555　

12611 富津市下洲漁業協同組合 水産業 千葉県 富津市 川名749-1 0439-87-3876　

12612 大佐和漁業協同組合 水産業 千葉県 富津市 小久保字港町3089番地 0439-65-0034

12613 天羽漁業協同組合 水産業 千葉県 富津市 萩生1174番地の5 0439-69-8321

12614 鋸南町保田漁業協同組合 水産業 千葉県 安房郡鋸南町 吉浜99番地5 0470-55-0528

12615 鋸南町勝山漁業協同組合 水産業 千葉県 安房郡鋸南町 勝山122番地 0470-55-1511 

12616 岩井富浦漁業協同組合 水産業 千葉県 南房総市 富浦町多田良1254番地75 0470-33-2511 http://www.tairyou.com/

12617 館山漁業協同組合 水産業 千葉県 館山市 船形1452番地 0470-27-2111

12618 西岬漁業協同組合 水産業 千葉県 館山市 浜田148番地 0470-29-1133

12619 波左間漁業協同組合 水産業 千葉県 館山市 波左間1012番地 0470-29-0006

12620 東安房漁業協同組合 水産業 千葉県 南房総市 千倉町千田1052番地6 0470-43-8311
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12621 鴨川市漁業協同組合 水産業 千葉県 鴨川市 磯村137番地2 04-7093-2111

12622 新勝浦市漁業協同組合 水産業 千葉県 勝浦市 新官207番地 0470-70-1130　

12623 勝浦漁業協同組合 水産業 千葉県 勝浦市 浜勝浦370番地 0470-73-1311 http://www.katsuura-gyokyou.jp//

12624 御宿岩和田漁業協同組合 水産業 千葉県 夷隅郡御宿町 岩和田945番地1 0470-68-2011

12625 夷隅東部漁業協同組合 水産業 千葉県 いすみ市 漁港埋立地 0470-62-0111 http:/www.bii.ne.jp/ohara-iseebi/

12626 九十九里漁業協同組合 水産業 千葉県 山武郡九十九里町 小関2347-36 0475-76-6171

12627 海匝漁業協同組合 水産業 千葉県 旭市 下永井308 0479-57-3202

12628 銚子市漁業協同組合 水産業 千葉県 銚子市 川口町2丁目6528番地 0479-22-3200 http://www.choshi-gyokyo.jp

13600 東京都漁業協同組合連合会 水産業 東京都 港区 港南4－7－8 03-3458-4236

13601 伊豆大島漁業協同組合 水産業 東京都 大島町 波浮港１ 04992-4-0007

13602 元町漁業協同組合 水産業 東京都 大島町 元町2－5－7 04992-2-1157

13603 利島村漁業協同組合 水産業 東京都 利島村 13 04992-9-0326

13604 にいじま漁業協同組合 水産業 東京都 新島村 若郷83 04992-5-0781

13605 神津島漁業協同組合 水産業 東京都 神津島村 36 04992-8-0007

13607 御蔵島村漁業協同組合 水産業 東京都 御蔵島村 0499４-8-2151

13608 八丈島漁業協同組合 水産業 東京都 八丈島八丈町 三根4206 04996-2-0211

13609 小笠原島漁業協同組合 水産業 東京都 小笠原村 父島字奥村 04998-2-2411

13610 小笠原母島漁業協同組合 水産業 東京都 小笠原村 母島字元地 04998-3-2311

13611 全国内水面漁業協同組合連合会 水産業 東京都 港区 赤坂1－9－13　三会堂ビル３階 03-3586-4821 http://www.naisuimen.or.jp/

13612 東京都内水面漁業協同組合連合会 水産業 東京都 あきる野市 養沢1311　秋川漁協内 042-596-2215
http://akigawagyokyo.or.jp/rengouk

ai/

14600 神奈川県漁業協同組合連合会 水産業 神奈川県 横浜市 金沢区富岡東２-１-22 045-773-8877 http://www.kngyoren.jp/

14601 横須賀市東部漁業協同組合 水産業 神奈川県 横須賀市 平成町3-4 046-822-4475

14602 横須賀市大楠漁業協同組合 水産業 神奈川県 横須賀市 佐島3-5-1 046-856-4116

14603 長井町漁業協同組合 水産業 神奈川県 横須賀市 長井5-24-6 046-856-2556

14604 みうら漁業協同組合 水産業 神奈川県 三浦市 三崎5-12-5 046-881-7261

14605 三和漁業協同組合 水産業 神奈川県 三浦市 初声町三戸1090-3 046-888-2056

14606 江の島片瀬漁業協同組合 水産業 神奈川県 藤沢市 片瀬海岸2-20-25 0466-22-4671

14607 大磯二宮漁業協同組合 水産業 神奈川県 中郡大磯町 大磯1398-6 0463-61-0940

14608 小田原市漁業協同組合 水産業 神奈川県 小田原市 早川1-10-1 0465-22-4475

14609 平塚市漁業協同組合 水産業 神奈川県 平塚市 千石河岸28-13 0463-21-0146 https://www.jf-hiratsuka.org/

14610 小坪漁業協同組合 水産業 神奈川県 逗子市 小坪5-20-4 0467-24-3722

14611 真鶴町漁業協同組合 水産業 神奈川県 足柄下郡真鶴町 真鶴685-1 0465-68-5511

14612 岩漁業協同組合 水産業 神奈川県 足柄下郡真鶴町 岩455 0465-68-0329
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14613 福浦漁業協同組合 水産業 神奈川県 足柄下郡湯河原町 福浦495番地 0465-62-4879

14614 鎌倉漁業協同組合 水産業 神奈川県 鎌倉市 坂ノ下32-13 0467-22-3403

14615 腰越漁業協同組合 水産業 神奈川県 鎌倉市 腰越2-9-1 0467-32-4743

15600 新潟県漁業協同組合連合会 水産業 新潟県 新潟市 中央区万代島2番1号 025-243-3681 http://www.van-rai.net/nigyoren/

15601 新潟県内水面漁業協同組合連合会 水産業 新潟県 新潟市 中央区南万代町13-3　松崎ビル 025-241-5795 https://niinaisuimen.jimdofree.com/

16600 富山県漁業協同組合連合会 水産業 富山県 富山市 舟橋北町4番19号 076-432-6223 https://www.toyama-sakana.com

16601 富山県内水面漁業協同組合連合会 水産業 富山県 富山市 舟橋北町4-19　森林水産会館 076-441-6124 http://ty-naisuimen.com/

17600 石川県漁業協同組合 水産業 石川県 金沢市 北安江3丁目1番38号 076-234-8818 http://www.ikgyoren.jf-net.ne.jp/

17601 石川県内水面漁業協同組合連合会 水産業 石川県 白山市
湊町チ188-4

石川県水産総合センター生産部美川事業所内
076-278-6106

18600 福井県漁業協同組合連合会 水産業 福井県 福井市 大手2-8-10 0776-24-1203 jf-fukui.a.la9.jp/

18601 雄島漁業協同組合 水産業 福井県 坂井市 三国町安島3-101 0776-82-0609

18602 三国港漁業協同組合 水産業 福井県 坂井市 三国町宿1-17-23 0776-82-3269

18603 三国港機船底曳網漁業協同組合 水産業 福井県 坂井市 三国町宿1-17-33 0776-82-0261

18604 福井市漁業協同組合 水産業 福井県 福井市 和布町無番地 0776-86-1211

18605 越廼漁業協同組合 水産業 福井県 福井市 茱崎町14-32 0776-89-2316

18606 越前町漁業協同組合 水産業 福井県 丹生郡越前町 小樟7-65 0778-37-0001

18607 河野村漁業協同組合 水産業 福井県 南条郡南越前町 甲楽城7-33-1 0778-48-2134

18608 敦賀市漁業協同組合 水産業 福井県 敦賀市 蓬莱町17-19 0770-22-1057

18609 美浜町漁業協同組合 水産業 福井県 三方郡美浜町 日向2-55 0770-32-1127

18610 若狭三方漁業協同組合 水産業 福井県 三方上中郡若狭町 小川17-36 0770-47-1331

18611 小浜市漁業協同組合 水産業 福井県 小浜市 川崎3-16 0770-53-2800

18612 大島漁業協同組合 水産業 福井県 大飯郡おおい町 大島83-3 0770-77-0162

18613 若狭高浜漁業協同組合 水産業 福井県 大飯郡高浜町 事代1-104 0770-72-1234

19600 山梨県漁業協同組合連合会 水産業 山梨県 甲斐市 牛句518-1 055-277-7393
http://www.yamanashi-

gyoren.com./

20600 長野県漁業協同組合連合会 水産業 長野県 長野市 岡田町148-5　長野県漁業協同組合連合会会館３階 026-228-0125

21600 岐阜県漁業協同組合連合会 水産業 岐阜県 岐阜市 藪田南1-11-12  水産会館 058-272-3931 http://gifugyoren.jp/

22600 静岡県漁業協同組合連合会 水産業 静岡県 静岡市 葵区追手町9-18 054-254-6011 http://www.sogyoren.jf-net.ne.jp/

22601 初島漁業協同組合 水産業 静岡県 熱海市 初島209-1 0557-67-1401

22602 大熱海漁業協同組合 水産業 静岡県 熱海市 和田浜南町9-24 0557-81-0633

22603 いとう漁業協同組合 水産業 静岡県 伊東市 新井1-1-8 0557-37-3181
http://www.soitoshigyokyo.jf-

net.ne.jp/

22604 伊豆漁業協同組合 水産業 静岡県 下田市 外ヶ岡11 0558-22-3585 http://www.soshimogyo.jf-net.ne.jp/

22605 戸田漁業協同組合 水産業 静岡県 沼津市 戸田339 0558-94-2080 http://hedagyokyo.net/

22606 内浦漁業協同組合 水産業 静岡県 沼津市 内浦三津88-34 055-943-2316
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22607 静浦漁業協同組合 水産業 静岡県 沼津市 獅子浜243-1 055-931-3010

22608 沼津我入道漁業協同組合 水産業 静岡県 沼津市 我入道東町161 055-931-1395

22609 田子の浦漁業協同組合 水産業 静岡県 富士市 前田字新田866-6 0545-61-1004 http://tagonoura-gyokyo.jp/

22610 由比港漁業協同組合 水産業 静岡県 静岡市 清水区由比今宿字浜1127 0543-76-0001 http://yuikou.jp/

22611 清水漁業協同組合 水産業 静岡県 静岡市 清水区島崎町149-40 0543-52-5044

22612 焼津漁業協同組合 水産業 静岡県 焼津市 城之腰269-9 054-628-7112 https://www.yaizu-gyokyo.or.jp/

22613 小川漁業協同組合 水産業 静岡県 焼津市 小川3392-9 054-624-8130 https://kogawa-gyokyo.com/

22614 大井川港漁業協同組合 水産業 静岡県 焼津市 飯淵1960 054-622-0415

22615 南駿河湾漁業協同組合 水産業 静岡県 御前崎市 港6131 0548-63-3111 https://minami-surugawan.jp/

22616 遠州漁業協同組合 水産業 静岡県 磐田市 豊浜4127-22 0538-55-2125 http://ensyugyokyo.sakura.ne.jp/

22617 浜名漁業協同組合 水産業 静岡県 浜松市 西区舞阪町舞阪2119-19 053-592-2911 http://hamanagyokyo.or.jp/

22618 富士養鱒漁業協同組合 水産業 静岡県 富士宮市 淀師413-5 0544-26-4167 http://fujiyoson.com/

22619 静岡うなぎ漁業協同組合 水産業 静岡県 榛原郡吉田町 片岡743-1 0548-32-1151 http://shizuokaunagi.com/

22620 浜名湖養魚漁業協同組合 水産業 静岡県 浜松市 西区馬郡町2465 053-592-0123 http://www.maruhama.or.jp/

23600 愛知県漁業協同組合連合会 水産業 愛知県 名古屋市 中区丸の内3-4-31 052-971-3501

24600 三重県漁業協同組合連合会 水産業 三重県 津市 広明町323-1三重県水産会館 059-228-1205 http://www.miegyoren.or.jp/

24601 木曽岬漁業協同組合 水産業 三重県 桑名郡木曽岬町 大字原縁輪中６ 0596-68-8013

24602 伊曽島漁業協同組合 水産業 三重県 桑名市 長島町白鶏字佐藤１－１ 0594-45-0511

24603 城南漁業協同組合 水産業 三重県 桑名市 大字大貝須３４ 0594-22-1721

24604 赤須賀漁業協同組合 水産業 三重県 桑名市 大字赤須賀８６－２１ 0594-22-0515 http://www.akasuka-g.jp/

24605 四日市市漁業協同組合 水産業 三重県 四日市市 大字塩浜字午高２９１４地先 059-345-1571

24606 鈴鹿市漁業協同組合 水産業 三重県 鈴鹿市 白子１－６２８１－２ 059-387-2075

24607 白塚漁業協同組合 水産業 三重県 津市 白塚町４８８２－４ 059-232-3027

24608 香良洲漁業協同組合 水産業 三重県 津市 香良洲町５２７６－２ 059-292-3331

24609 松阪漁業協同組合 水産業 三重県 松阪市 新松ヶ島町６２０－５５ 0598-51-2382

24610 伊勢湾漁業協同組合 水産業 三重県 伊勢市 有滝町２０２１ 0596-37-2175

24611 鳥羽磯部漁業協同組合 水産業 三重県 鳥羽市 鳥羽４－２３６０－１６ 0599-25-2328 https://jf-tiss.net/

24612 三重外湾漁業協同組合 水産業 三重県 度会郡南伊勢町 奈屋浦３番地 0596-72-0047 http://miegaiwan.or.jp/

24613 熊野漁業協同組合 水産業 三重県 熊野市 遊木町３３８－２ 0597-87-0015 http://www.kumano-gyokyou.com/

24614 紀南漁業協同組合 水産業 三重県 南牟婁郡紀宝町 鵜殿２３９－１３ 0735-32-3715

24616 三重県真珠養殖漁業協同組合 水産業 三重県 志摩市 志摩町和具1896-36 0599-85-0865
http://miepearl.sakura.ne.jp/compan

y/index.html

24617 神明真珠養殖漁業協同組合 水産業 三重県 志摩市 阿児町神明615-7 0599-43-1010
https://www.shinmei-
shinju.or.jp/index.html

24618 立神真珠養殖漁業協同組合 水産業 三重県 志摩市 阿児町立神2046-14 0599-45-2731
http://www.tategami-akoya-

pearl.com/
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24619 船越真珠養殖漁業協同組合 水産業 三重県 志摩市 大王町船越1828-19 0599-72-2621

24620 片田真珠養殖漁業協同組合 水産業 三重県 志摩市 志摩町片田1002-1 0599-85-2910

24621 越賀真珠漁業協同組合 水産業 三重県 志摩市 志摩町越賀620 0599-85-1211

25600 滋賀県漁業協同組合連合会 水産業 滋賀県 大津市 におの浜4-4-23 077-524-2418 http://www.jfshiga.com/

25601 滋賀県河川漁業協同組合連合会 水産業 滋賀県 大津市 におの浜4-4-23　水産会館 077-522-0126 http://shigakasen.com/

25602 滋賀県淡水養殖漁業協同組合 水産業 滋賀県 大津市 におの浜4丁目4-23水産会館2F 077-521-4193
http://www.eonet.ne.jp/~shigatansui

/

26600 京都府漁業協同組合 水産業 京都府 舞鶴市 字下安久1013番地の1 0773-77-2202

26601 京都府内水面漁業協同組合連合会 水産業 京都府 京都市 下京区朱雀分木町市有地関連10号棟2階 075-311-6783 http://kyoto.naisuimen.jp/

27600 大阪府漁業協同組合連合会 水産業 大阪府 岸和田市 地藏浜町１１－１ 072-422-4763 http://www.osakagyoren.or.jp/

27601 大阪市漁業協同組合 水産業 大阪府 大阪市 此花区常吉2丁目10-12 06-6462-5912 http://www.osakashigyokyo.or.jp/

27602 大阪住吉漁業協同組合 水産業 大阪府 大阪市 住之江区新北島2丁目1-8 06-6681-2843

27604 堺市漁業協同組合 水産業 大阪府 堺市 堺区大浜西町23 072-232-1945

27605 堺市出島漁業協同組合 水産業 大阪府 堺市 堺区出島西町1丁 072-241-5058

27606 堺市浜寺漁業協同組合 水産業 大阪府 堺市 西区浜寺石津町西4丁4-1 072-241-6507

27607 高石市漁業協同組合 水産業 大阪府 高石市 高師浜2丁目12-25 072-261-1791

27608 泉大津漁業協同組合 水産業 大阪府 泉大津市 汐見町116 0725-32-2310

27609 忠岡漁業協同組合 水産業 大阪府 泉北郡忠岡町 新浜1丁目1564-3 0725-32-0459

27610 春木漁業協同組合 水産業 大阪府 岸和田市 臨海町20 072-422-1148

27611 岸和田市漁業協同組合 水産業 大阪府 岸和田市 地蔵浜11-1 072-422-0638

27612 北中通漁業協同組合 水産業 大阪府 泉佐野市 新浜町4-5 072-464-3637

27613 泉佐野漁業協同組合 水産業 大阪府 泉佐野市 新町2丁目5187-101 072-462-3025 http://izumisano-gyokyou.com/

27614 田尻漁業協同組合 水産業 大阪府 泉南郡田尻町 りんくうﾎﾟｰﾄ北1番地 072-465-0071 http://www.tajiriport.com/

27615 岡田浦漁業協同組合 水産業 大阪府 泉南市 岡田5丁目39-11 072-484-2121 http://okadaura.org/

27616 樽井漁業協同組合 水産業 大阪府 泉南市 りんくう南浜2番202 072-483-5519

27617 尾崎漁業協同組合 水産業 大阪府 阪南市 尾崎町3丁目27-14 072-472-0137

27618 西鳥取漁業協同組合 水産業 大阪府 阪南市 鳥取1115 072-472-0009

27619 下荘漁業協同組合 水産業 大阪府 阪南市 箱作3341 072-476-0473 https://shimoshou-gyokyou.com

27620 淡輪漁業協同組合 水産業 大阪府 泉南郡岬町 淡輪4582の地先 072-494-3069
http://www.tannowa.or.jp/kumiai.ht

ml

27621 深日漁業協同組合 水産業 大阪府 泉南郡岬町 深日2917 072-492-2052 http://www.fuke-gyokou.com/

27622 谷川漁業協同組合 水産業 大阪府 泉南郡岬町 多奈川谷川2925-6 072-495-5032

27623 小島漁業協同組合 水産業 大阪府 泉南郡岬町 多奈川小島597 072-495-5019 http://kojimagyokyo.com/

27624 大阪府鰮巾着網漁業協同組合 水産業 大阪府 岸和田市 地藏浜町7番1号 巾着会館2階 072-423-2518 http://www.iwashikincyaku.com/

28600 坊勢漁業協同組合 水産業 兵庫県 姫路市 家島町坊勢697 079-326-0231
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28601 洲本炬口漁業協同組合 水産業 兵庫県 洲本市 炬口1-1-1 0799-22-0367

28602 東二見漁業協同組合 水産業 兵庫県 明石市 二見町東二見2017-7 078-942-2020

28603 室津浦漁業協同組合 水産業 兵庫県 淡路市 室津字宮田2534番地先 0799-84-0014

28604 播磨町漁業協同組合 水産業 兵庫県 加古郡播磨町 古宮768 078-942-1912

28605 沼島漁業協同組合 水産業 兵庫県 南あわじ市 沼島2367-2 0799-57-0246

28606 森漁業協同組合 水産業 兵庫県 淡路市 久留麻2205-5 0799-74-2105

28607 但馬漁業協同組合 水産業 兵庫県 美方郡香美町 香住区若松747 0796-36-1331

28608 浜坂漁業協同組合 水産業 兵庫県 美方郡新温泉町 芦屋663-1 0796-82-3020

28609 明石浦漁業協同組合 水産業 兵庫県 明石市 岬町33-1 078-9121771

28610 林崎漁業協同組合 水産業 兵庫県 明石市 林3-19-27 078-922-2510

28611 育波浦漁業協同組合 水産業 兵庫県 淡路市 育波148-3 0799-84-0031

28612 神戸市漁業協同組合 水産業 兵庫県 神戸市 垂水区平磯3-1-10 078-706-0456

28613 淡路島岩屋漁業協同組合 水産業 兵庫県 淡路市 岩屋1414-1 0799-72-3046

28614 湊漁業協同組合 水産業 兵庫県 南あわじ市 湊1100 0799-36-2010

28615 室津漁業協同組合 水産業 兵庫県 たつの市 御津町室津493-2 079-324-0231

28616 一宮町漁業協同組合 水産業 兵庫県 淡路市 郡家1355 0799-85-0002

28617 兵庫県内水面漁業協同組合連合会 水産業 兵庫県 神戸市 中央区北長狭通5-5-12　県土地改良会館３階 078-341-8899
http://hyougo-

naisuimen.sakura.ne.jp/

28618 由良町漁業協同組合 水産業 兵庫県 洲本市 由良1-20-29 0799-27-0555

28619 相生漁業協同組合 水産業 兵庫県 相生市 相生3-4-22 0791-22-0344

28620 家島漁業協同組合 水産業 兵庫県 姫路市 家島町宮110-1 079-325-0007

28621 浅野浦漁業協同組合 水産業 兵庫県 淡路市 斗ノ内1694 0799-82-0064

28622 津名漁業協同組合 水産業 兵庫県 淡路市 生穂1553-7 0799-64-0107

28623 五色町漁業協同組合 水産業 兵庫県 洲本市 五色町鳥飼浦1-2 0799-34-0331

28624 赤穂市漁業協同組合 水産業 兵庫県 赤穂市 御崎1798-1 0791-45-2260

28625 富島漁業協同組合 水産業 兵庫県 淡路市 富島字小倉浜940 0799-82-0018

28626 仮屋漁業協同組合 水産業 兵庫県 淡路市 仮屋112-1 0799-74-2057

28627 南淡漁業協同組合 水産業 兵庫県 南あわじ市 灘土生45 0799-56-0002

28628 江井ヶ島漁業協同組合 水産業 兵庫県 明石市 大久保町江井島418-6 078-946-1313

28629 伊保漁業協同組合 水産業 兵庫県 高砂市 高須18-8 079-447-3001

28630 岩見漁業協同組合 水産業 兵庫県 たつの市 御津町岩見1308-5 079-322-0024

28631 南あわじ漁業協同組合 水産業 兵庫県 南あわじ市 阿那賀1463-6 0799-39-0005

28632 福良漁業協同組合 水産業 兵庫県 南あわじ市 福良丙28 0799-52-0064

28633 西二見漁業協同組合 水産業 兵庫県 明石市 二見町西二見1003-2 078-943-1105
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28634 高砂漁業協同組合 水産業 兵庫県 高砂市 高砂町材木町1198 079-442-0278

29600 奈良県漁業協同組合連合会 水産業 奈良県 奈良市 芝辻町85-10　自由民主会館３階 0742-22-1410 https://naragyoren.com/

30600 和歌山県漁業協同組合連合会 水産業 和歌山県 和歌山市 雑賀屋町東ノ丁30　水産会館 073-431-5101 http://wkgyoren.com/

30601 加太漁業協同組合 水産業 和歌山県 和歌山市 加太1271-2先無番地 073-459-0062 http://www.jf-kada.com/

30602 西脇漁業協同組合 水産業 和歌山県 和歌山市 本脇海岸地先 073-455-1832

30603 雑賀崎漁業協同組合 水産業 和歌山県 和歌山市 雑賀崎1162 073-444-2282 http://jf-saikazaki.jp/tyokubai.html

30604 和歌山北漁業協同組合 水産業 和歌山県 和歌山市 市田野367-4地先 073-444-0867

30605 和歌浦漁業協同組合 水産業 和歌山県 和歌山市 新和歌浦4-12 073-445-1621

30606 海南市漁業協同組合 水産業 和歌山県 海南市 下津町塩津174-5 073-492-2117

30607 有田箕島漁業協同組合 水産業 和歌山県 有田市 宮崎町2405 0737-83-5555 http://jfam.web.fc2.com/

30608 湯浅湾漁業協同組合 水産業 和歌山県 有田郡湯浅町 湯浅3029 0737-62-4581

30609 紀州日高漁業協同組合 水産業 和歌山県 御坊市 塩屋町南塩屋450-4 0738-22-0451 https://jf-kishuhidaka.or.jp/

30610 由良町漁業協同組合 水産業 和歌山県 日高郡由良町 神谷107 0738-65-1025

30611 比井崎漁業協同組合 水産業 和歌山県 日高郡日高町 阿尾178-10 0738-64-2231

30612 三尾漁業協同組合 水産業 和歌山県 日高郡美浜町 三尾873-5 0738-62-2201

30613 和歌山南漁業協同組合 水産業 和歌山県 田辺市 江川43-35 0739-22-8520
http://wakayamaminami.com/index.

html

30614 新庄漁業協同組合 水産業 和歌山県 田辺市 新庄町2827-3 0739-22-2057

30615 堅田漁業協同組合 水産業 和歌山県 西牟婁郡白浜町 堅田2520 0739-22-2057

30616 和歌山東漁業協同組合 水産業 和歌山県 東牟婁郡串本町 串本1884 0735-62-0080 http://www.jf-wakayamahigashi.jp/

30617 太地町漁業協同組合 水産業 和歌山県 東牟婁郡太地町 太地3167-7 0735-59-2340 http://www.cypress.ne.jp/jf-taiji/

30618 紀州勝浦漁業協同組合 水産業 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 築地7-8-2 0735-52-0951

30619 宇久井漁業協同組合 水産業 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 宇久井375-1 0735-54-0008 http://www.zc.ztv.ne.jp/cm4f6i7a/

30620 三輪崎漁業協同組合 水産業 和歌山県 新宮市 三輪崎1-16-17 0735-31-7019

30621 新宮漁業協同組合 水産業 和歌山県 新宮市 王子町3-10-6 0735-22-8622

30622
和歌山県内水面漁業協同組合連合

会
水産業 和歌山県 紀の川市 桃山町調月32-3 0736-66-0477 https://naisuimen.com/

31600 鳥取県漁業協同組合 水産業 鳥取県 鳥取市 賀露町西４丁目1806 0857-28-0111 http://www.ttgyokyo.jf-net.ne.jp/

31601 田後漁業協同組合 水産業 鳥取県 岩美郡岩美町 大字田後68番地 0857-72-1531 ―

31602 赤碕町漁業協同組合 水産業 鳥取県 東伯郡琴浦町 赤碕1735番地先 0858-55-0421 ―

31603 天神川漁業協同組合 水産業 鳥取県 倉吉市 西倉吉町7-12 0858-28-1011

32600 漁業協同組合ＪＦしまね 水産業 島根県 松江市 御手船場町575番地 0852-21-0001 http:ｗｗｗ.jf-shimane.or.jp/

32601 海士町漁業協同組合 水産業 島根県 隠岐郡海士町 大字福井776-17 08514-2-1333 ―

32602 中海漁業協同組合 水産業 島根県 八束郡東出雲町 大字下意東548-5 0852-52-2172 ―

32603 島根県内水面漁業協同組合連合会 水産業 島根県 益田市 神田町イ614　高津川漁協内 0856-25-2911
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33601 日生町漁業協同組合 水産業 岡山県 備前市 日生町日生801-4 0869-72-1181 https://www.hinase.net/

33603 邑久町漁業協同組合 水産業 岡山県 瀬戸内市 邑久町虫明4256 0869-25-0231 http://www.jfoku.or.jp/

33604 牛窓町漁業協同組合 水産業 岡山県 瀬戸内市 牛窓町牛窓3909-1 0869-34-3065 http://jf-ushimado.moo.jp/

33606 九蟠漁業協同組合 水産業 岡山県 岡山市 東区九蟠1145 086-948-2073

33607 岡山市漁業協同組合 水産業 岡山県 岡山市 中区新築港1-13 086-277-4747

33608 小串漁業協同組合 水産業 岡山県 岡山市 南区小串3385-31 086-269-2021 http://kogushi.jp/gyokyo/

33609 胸上漁業協同組合 水産業 岡山県 玉野市 胸上1808 0863-41-1535

33610 たまの漁業協同組合 水産業 岡山県 玉野市 田井5-47-2 0863-21-3737

33611 児島漁業協同組合 水産業 岡山県 倉敷市 大畠1-1706-2 086-479-9906

33612 本田之浦吹上漁業協同組合 水産業 岡山県 倉敷市 下津井田之浦2-1-3 086-479-9068

33613 第一田之浦吹上漁業協同組合 水産業 岡山県 倉敷市 下津井田之浦2-1-3 086-479-9039

33614 第一下津井漁業協同組合 水産業 岡山県 倉敷市 下津井1-348-5 086-479-8320

33615 下津井漁業協同組合 水産業 岡山県 倉敷市 下津井1-9-8 086-479-9301

33616 下西漁業協同組合 水産業 岡山県 倉敷市 下津井2-4-67 086-479-9004

33617 黒崎連島漁業協同組合 水産業 岡山県 倉敷市 玉島黒崎5468 086-528-0511

33618 寄島町漁業協同組合 水産業 岡山県 浅口市 寄島町13003-38 0865-54-2030

33619 大島美の浜漁業協同組合 水産業 岡山県 笠岡市 大島中1839-5 0865-67-1009

33620 笠岡市漁業協同組合 水産業 岡山県 笠岡市 神島外浦3230-8 0865-67-2006

33622 岡山県内水面漁業協同組合連合会 水産業 岡山県 岡山市 北区内山下2-11-18 岡山共済会間 086-225-2562

34600 広島県漁業協同組合連合会 水産業 広島県 広島市 西区扇2丁目1-9 082-278-5588 http://www.hs-gyoren.jp/

34601 広島県内水面漁業協同組合連合会 水産業 広島県 広島市 中区大手町2-9-6　水産会館 082-249-1185 http://www.naigyoren.or.jp/

34602 八幡川漁業協同組合 水産業 広島県 山県郡北広島町 大暮85-3（大暮養魚場内） 0826-38-0734

35600 山口県漁業協同組合 水産業 山口県 下関市 大和町1丁目16-1　下関漁港ビル 083-261-6612 http://www.jf-ymg.or.jp/

35602 岩国市漁業協同組合 水産業 山口県 岩国市 中津町2丁目15-25 0827-22-3238

35603 新宇部漁業協同組合 水産業 山口県 宇部市 港町2丁目2-42 0836-21-1526 ―

35604 山口県内水面漁業協同組合連合会 水産業 山口県 山口市 仁保下郷740-1 083-929-0318
http://yamaguchinaisuimen.justhpbs

.jp/

35605 角島漁業協同組合 水産業 山口県 下関市 豊北町大字角島2171-3 083-786-2311

36600 徳島県漁業協同組合連合会 水産業 徳島県 徳島市 東沖洲二丁目１３番地 088-636-0513

36601 宍喰漁業協同組合 水産業 徳島県 海部郡海陽町 宍喰浦字正梶1-2地先 0884-76-3101

36602 鞆浦漁業協同組合 水産業 徳島県 海部郡海陽町 鞆浦字山下14-1 0884-73-0011

36603 浅川漁業協同組合 水産業 徳島県 海部郡海陽町 浅川字入口1-8 0884-73-1305

36604 牟岐町漁業協同組合 水産業 徳島県 海部郡牟岐町 大字中村字大戸83 0884-72-0012

36605 牟岐東漁業協同組合 水産業 徳島県 海部郡牟岐町 大字牟岐浦字宮ノ本268-4 0884-72-1141



都道府県 市町村 番地 担当部署名 連絡先
備考

支援機関
コード

支援機関名 ホームページＵＲＬ属性
支援機関所在地 担当窓口

36606 日和佐町漁業協同組合 水産業 徳島県 海部郡美波町 日和佐浦原野16-1地先埋立地 0884-77-1255

36607 木岐漁業協同組合 水産業 徳島県 海部郡美波町 木岐347 0884-78-1166

36608 西由岐漁業協同組合 水産業 徳島県 海部郡美波町 港町字西29 0884-78-0024

36609 東由岐漁業協同組合 水産業 徳島県 海部郡美波町 東由岐字本村127-1 0884-78-1188

36610 志和岐漁業協同組合 水産業 徳島県 海部郡美波町 志和岐字中ノ谷162-1 0884-78-1122

36611 阿部漁業協同組合 水産業 徳島県 海部郡美波町 阿部7番地地先 0884-78-1180

36612 伊座利漁業協同組合 水産業 徳島県 海部郡美波町 伊座利301-2 0884-78-1185

36613 伊島漁業協同組合 水産業 徳島県 阿南市 伊島町瀬戸89 0884-33-1271

36614 椿泊漁業協同組合 水産業 徳島県 阿南市 椿泊町小吹川原47番地 0884-33-1202

36615 阿南漁業協同組合 水産業 徳島県 阿南市 椿泊町小吹川原47･48番地 0884-33-1212

36616 橘町漁業協同組合 水産業 徳島県 阿南市 橘町東中浜162 0884-27-0456

36617 中林漁業協同組合 水産業 徳島県 阿南市 中林町蛭子浜1 0884-22-0509

36618 福村漁業協同組合 水産業 徳島県 阿南市 向原町下の浜105-1 0884-22-0105

36619 阿南中央漁業協同組合 水産業 徳島県 阿南市 那賀川町色ケ島塩ケ崎22-1 0884-42-0740

36620 和田島漁業協同組合 水産業 徳島県 小松島市 和田島町字西浜手10-33 0885-37-1621

36621 小松島漁業協同組合 水産業 徳島県 小松島市 南小松島町１番15号 0885-33-1122

36622 徳島市辰巳漁業協同組合 水産業 徳島県 徳島市 津田町1丁目10番50-3 088-662-0262

36623 徳島市漁業協同組合 水産業 徳島県 徳島市 津田町1丁目1番11号 088-662-0550

36624 渭東漁業協同組合 水産業 徳島県 徳島市 南沖洲5丁目5番地81号 088-664-0421

36625 徳島市住吉漁業協同組合 水産業 徳島県 徳島市 住吉4丁目13-15 088-622-1228

36626 徳島市第一漁業協同組合 水産業 徳島県 徳島市 北田宮１丁目１０番２号 088-631-6710

36627 川内漁業協同組合 水産業 徳島県 徳島市 川内町旭野316番地地先 088-665-0402

36628 応神町漁業協同組合 水産業 徳島県 徳島市 応神町古川字東105 088-641-0014

36629 長原漁業協同組合 水産業 徳島県 板野郡松茂町 豊岡字芦田鶴113 088-699-2053

36630 大津漁業協同組合 水産業 徳島県 鳴門市 大津町矢倉字浜ノ手1-3 088-685-3667

36631 里浦漁業協同組合 水産業 徳島県 鳴門市 里浦町里浦字恵美寿563-2 088-686-2737

36632 新鳴門漁業協同組合 水産業 徳島県 鳴門市 鳴門町土佐泊浦字土佐泊181-2 088-687-0855

36633 鳴門町漁業協同組合 水産業 徳島県 鳴門市 鳴門町土佐泊浦字福池70-3 088-687-0750

36634 室撫佐漁業協同組合 水産業 徳島県 鳴門市 瀬戸町室字本村64-1 088-688-0591

36635 堂浦漁業協同組合 水産業 徳島県 鳴門市 瀬戸町堂浦字地廻り弐282-4 088-688-0533

36636 北泊漁業協同組合 水産業 徳島県 鳴門市 瀬戸町北泊字北泊209-6地先 088-688-0131

36637 北灘漁業協同組合 水産業 徳島県 鳴門市 北灘町宿毛谷字相ケ谷1-1 088-682-0011

37600 香川県漁業協同組合連合会 水産業 香川県 高松市 北浜町8-25 087-825-0351 http://www.kagyoren.jf-net.ne.jp
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37601 引田漁業協同組合 水産業 香川県 東かがわ市 引田2661-44 0879-33-2528

37602 東讃漁業協同組合 水産業 香川県 東かがわ市 三本松2251-2 0879-25-1191

37603 津田町漁業協同組合 水産業 香川県 さぬき市 津田町津田1402-22 0879-42-2042

37604 鴨庄漁業協同組合 水産業 香川県 さぬき市 鴨庄4374-30 087-894-1056 http://www.kakamosyo.jf-net.ne.jp

37605 さぬき市漁業協同組合 水産業 香川県 さぬき市 志度5386-8 087-894-0144

37606 牟礼漁業協同組合 水産業 香川県 高松市 牟礼町原359 087-845-1403

37607 庵治漁業協同組合 水産業 香川県 高松市 庵治町6377-1 087-871-4131

37608 屋島漁業協同組合 水産業 香川県 高松市 屋島西町440-16 087-841-9641

37609 高松市東部漁業協同組合 水産業 香川県 高松市 城東町2丁目1-1先 087-821-4155

37610 高松市瀬戸内漁業協同組合 水産業 香川県 高松市 瀬戸内町48-16 087-851-2273

37611 東瀬戸漁業協同組合 水産業 香川県 高松市 女木町15-17 087-873-0204

37612 香西漁業協同組合 水産業 香川県 高松市 香西本町108-22 087-881-2267

37613 下笠居漁業協同組合 水産業 香川県 高松市 亀水町272 087-881-3292

37614 直島漁業協同組合 水産業 香川県 香川郡直島町 834-5 087-892-2244 http://www.kanaosima.jf-net.ne.jp

37615 土庄中央漁業協同組合 水産業 香川県 小豆郡土庄町 甲24-90 0879-62-0021

37616 四海漁業協同組合 水産業 香川県 小豆郡土庄町 伊喜末1-4 0879-64-6001

37617 北浦漁業協同組合 水産業 香川県 小豆郡土庄町 見目甲1726-72 0879-65-2322

37618 唐櫃漁業協同組合 水産業 香川県 小豆郡土庄町 豊島唐櫃2610-2 0879-68-2255

37619 内海漁業協同組合 水産業 香川県 小豆郡小豆島町 苗羽甲2281-1 0879-82-0517

37620 池田漁業協同組合 水産業 香川県 小豆郡小豆島町 池田228-32 0879-75-0366

37621 松山漁業協同組合 水産業 香川県 坂出市 大屋冨町2089-1 0877-47-0274

37622 坂出市漁業協同組合 水産業 香川県 坂出市 御供所町3丁目5-63 0877-46-3705

37623 与島漁業協同組合 水産業 香川県 坂出市 入船町1丁目2-18 0877-46-2600

37624 宇多津漁業協同組合 水産業 香川県 綾歌郡宇多津町 2708 0877-49-0002

37625 丸亀市漁業協同組合 水産業 香川県 丸亀市 富士見町2丁目10-16 0877-23-4571

37626 本島漁業協同組合 水産業 香川県 丸亀市 本島町泊494-6 0877-27-3311

37627 多度津町漁業協同組合 水産業 香川県 仲多度郡多度津町 東港町25 0877-33-3122

37628 白方漁業協同組合 水産業 香川県 仲多度郡多度津町 大字西白方297-3 0877-33-1201

37629 多度津町高見漁業協同組合 水産業 香川県 仲多度郡多度津町 東浜13-7 0877-56-6366

37631 詫間漁業協同組合 水産業 香川県 三豊市 詫間町詫間6800 0875-83-2016

37634 西かがわ漁業協同組合 水産業 香川県 観音寺市 豊浜町和田浜1476 0875-52-2135

37635 観音寺漁業協同組合 水産業 香川県 観音寺市 港町2丁目6-29 0875-25-2128

37636 伊吹漁業協同組合 水産業 香川県 観音寺市 伊吹町3-1 0875-29-2011 http://kaibuki.jf-net.ne.jp
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37637 香川県淡水漁業協同組合 水産業 香川県 高松市 多賀町３丁目20番地５ 087-831-7305

37638 三豊市漁業協同組合 水産業 香川県 三豊市 仁尾町仁尾丁1444-1 0875-82-2016

38600 愛媛県漁業協同組合 水産業 愛媛県 松山市 二番町4丁目6番地２ 089-933-5115

38601 上灘漁業協同組合 水産業 愛媛県 伊予市 双海町上灘甲5722-3 089-986-1133 ―

38602 下灘漁業協同組合 水産業 愛媛県 伊予市 双海町串甲3655-4 089-987-0021 ―

38603 伊予漁業協同組合 水産業 愛媛県 伊予市 灘町357 089-982-0134 ―

38604 長浜町漁業協同組合 水産業 愛媛県 大洲市 長浜町甲1021番地地先 0893-52-1146 http://nagahama-fish.jp/

38605 三崎漁業協同組合 水産業 愛媛県 西宇和郡伊方町 串19番地 0894-56-0111 http://misaki.or.jp

38606 八幡浜漁業協同組合 水産業 愛媛県 八幡浜市 大黒町5丁目1522番地18 0894-22-2811 http://jf-yawatahama.or.jp

38607 愛南漁業協同組合 水産業 愛媛県 南宇和郡愛南町 鯆越166番地3 0895-72-1135 https://jf-ainan.or.jp/

38608 久良漁業協同組合 水産業 愛媛県 南宇和郡愛南町 久良1200-2 0895-72-1225 http://www.hisayoshi-buri.jp

38609 松山市漁業協同組合 水産業 愛媛県 松山市 三津一丁目７番３６号 089-951-2511

39600 野根漁業協同組合 水産業 高知県 安芸郡東洋町 野根甲921-6 0887-28-1231

39601 吉良川町漁業協同組合 水産業 高知県 室戸市 吉良川町甲3435 0887-25-3575

39602 奈半利町漁業協同組合 水産業 高知県 安芸郡奈半利町 乙883-69 0887-38-4402

39603 安芸漁業協同組合 水産業 高知県 安芸市 西浜3411-1 0887-34-1123

39604 浜改田漁業協同組合 水産業 高知県 南国市 浜改田2290 090-4973-6022

39607 大谷漁業協同組合 水産業 高知県 須崎市 大谷235番地52 0889-47-0211

39608 野見漁業協同組合 水産業 高知県 須崎市 野見130-3 0889-47-0221

39609 須崎釣漁業協同組合 水産業 高知県 須崎市 浜町2丁目4番8号 0889-42-0317

39611 須崎町漁業協同組合 水産業 高知県 須崎市 浜町2丁目4番10号 0889-42-0432

39612 久礼漁業協同組合 水産業 高知県 高岡郡中土佐町 久礼8645 0889-52-2111

39614 すくも湾漁業協同組合 水産業 高知県 宿毛市 小筑紫町田ノ浦1337-2 0880-62-3177

39616 藻津漁業協同組合 水産業 高知県 宿毛市 藻津1155番地20 0880-65-7368

39617 高知県漁業協同組合 水産業 高知県 高知市 本町1丁目6番21号 088-854-3600

39618 高知かつお漁業協同組合 水産業 高知県 高知市 本町1丁目6番21号 088-875-6121

39619 高知県定置漁業協同組合 水産業 高知県 高知市 本町1丁目6番21号（漁連内） 088-823-1365

39620 羽根町漁業協同組合 水産業 高知県 室戸市羽根町 字大浦乙3982-6地先 0887-26-1211

39621 高知県漁業協同組合連合会 水産業 高知県 高知市 本町一丁目6-21 088-823-1361

39622 高知県淡水養殖漁業協同組合 水産業 高知県 南国市 久枝1470-35 088-863-5167 －

39623 錦浦漁業協同組合 水産業 高知県 須崎市 浜町2丁目4番9号 0889-42-4020

39624 春野町漁業協同組合 水産業 高知県 高知市 春野町甲殿1423-3 088-894-2882

39625 下田漁業協同組合 水産業 高知県 四万十市 下田4105番地 0880-33-0020
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39626 十市漁業協同組合 水産業 高知県 南国市 十市2750 088-865-8414

40600 福岡県漁業協同組合連合会 水産業 福岡県 福岡市 中央区舞鶴2-4-19　2階 092-713-1162

40601 福岡有明海漁業協同組合連合会 水産業 福岡県 柳川市 三橋町高畑271 0944-43-6166 https://fukuoka-ariake.com/

40602 糸島漁業協同組合 水産業 福岡県 糸島市 志摩岐志778-5 092-328-2311

40603 福岡市漁業協同組合 水産業 福岡県 福岡市 西区愛宕浜4-49-1 092-881-4300

40604 新宮相島漁業協同組合 水産業 福岡県 糟屋郡新宮町 大字相島1559 092-962-2901

40605 宗像漁業協同組合 水産業 福岡県 宗像市 鐘崎778-5 0940-62-1500

40606 遠賀漁業協同組合 水産業 福岡県 遠賀郡岡垣町 大字波津1675 093-282-1220

40607 ひびき灘漁業協同組合 水産業 福岡県 北九州市 若松区大字安屋1742 093-741-0795

40608 北九州市漁業協同組合 水産業 福岡県 北九州市 若松区大字小竹3008-7 093-751-3954

41600 佐賀玄海漁業協同組合 水産業 佐賀県 唐津市 海岸通7182-233 0955-72-2160 http://jf-sagagenkai.or.jp/

41601 佐賀県有明海漁業協同組合 水産業 佐賀県 佐賀市 西与賀町大字厘外821番地の2 0952-24-3351 www.jf-sariake.or.jp

41602 小川島漁業協同組合 水産業 佐賀県 唐津市 呼子町小川島227番地1 0955-82-8321

41603 仮屋漁業協同組合 水産業 佐賀県 東松浦郡玄海町 仮屋398-5 0955-52-2911 http://jfkariya.com/

41604 外津漁業協同組合 水産業 佐賀県 東松浦郡玄海町 今村4923 0955-52-6103

41605 大浦浜漁業協同組合 水産業 佐賀県 唐津市 肥前町大浦310-3 0955-53-2110

42600 長崎県漁業協同組合連合会 水産業 長崎県 長崎市 五島町2番27号
095-829-

2413～2415
http://www.nsgyoren.jf-net.ne.jp/

42601 対馬真珠養殖漁業協同組合 水産業 長崎県 対馬市 厳原町東里238-6 0920-52-0347

42602 長崎県真珠養殖漁業協同組合 水産業 長崎県 長崎市 橋口町17−18 095-844-3178

42603 長崎市みなと漁業協同組合 水産業 長崎県 長崎市 毛井首町1-158 095-878-5366

42604 長崎市福田漁業協同組合 水産業 長崎県 長崎市 福田本町無番地 095-865-1694

42605 長崎市新三重漁業協同組合 水産業 長崎県 長崎市 三重町348-7 095-850-2121 http://www.jf-shinmie.or.jp/

42606 長崎市たちばな漁業協同組合 水産業 長崎県 長崎市 戸石町1519-34 095-830-2236 http://www.jf-tachibana.or.jp/

42607 長崎市茂木漁業協同組合 水産業 長崎県 長崎市 茂木町2148-1 095-836-0055

42608 野母崎三和漁業協同組合 水産業 長崎県 長崎市 脇岬町3628-81 095-893-1131 http://www.nomozaki-sanwa.net/

42609 西彼南部漁業協同組合 水産業 長崎県 長崎市 伊王島町2丁目2047-2 095-898-2825

42610 大瀬戸町漁業協同組合 水産業 長崎県 西海市 大瀬戸町瀬戸福島郷1432-2 0959-22-0039 http://www.jf-ooseto.or.jp/

42611 西海大崎漁業協同組合 水産業 長崎県 西海市 大島町1325-107 0959-34-2039

42612 島原漁業協同組合 水産業 長崎県 島原市 霊南2-16-21 0957-63-1469

42613 有明漁業協同組合 水産業 長崎県 島原市 有明町湯江甲75 0957-68-0503

42614 深江町漁業協同組合 水産業 長崎県 南島原市 深江町丙131 0957-72-2005

42615 布津町漁業協同組合 水産業 長崎県 南島原市 布津町乙1642-7 0957-72-2348

42616 有家町漁業協同組合 水産業 長崎県 南島原市 有家町石田8-12 0957-82-2806
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42617 西有家町漁業協同組合 水産業 長崎県 南島原市 西有家町須川3239 0957-82-2077

42618 島原半島南部漁業協同組合 水産業 長崎県 南島原市 口之津町甲803-43 0957-86-2207

42619 橘湾東部漁業協同組合 水産業 長崎県 雲仙市 小浜町北本町14-40 0957-74-3117

42620 橘湾中央漁業協同組合 水産業 長崎県 諫早市 有喜町132-3 0957-28-2014

42621 諫早湾漁業協同組合 水産業 長崎県 諫早市 小長井町小川原浦499 0957-34-2244 http://www.jf-konagai.com/

42622 大村市漁業協同組合 水産業 長崎県 大村市 杭出津1-919 0957-52-3061

42623 大村湾東部漁業協同組合 水産業 長崎県 大村市 久原1-182-2 0957-52-2303

42624 大村湾漁業協同組合 水産業 長崎県 西彼杵郡時津町 浦郷542-18 095-882-2415

42625 西彼町漁業協同組合 水産業 長崎県 西海市 西彼町八木原郷2017-3 0959-28-0017

42626 瀬川漁業協同組合 水産業 長崎県 西海市 西海町水浦郷515 0959-32-0048

42627 針尾漁業協同組合 水産業 長崎県 佐世保市 針尾西町614-6 0956-58-2019

42628 佐世保市南部漁業協同組合 水産業 長崎県 佐世保市 宮津町1195 0956-59-2009

42629 五島ふくえ漁業協同組合 水産業 長崎県 五島市 福江町1190-9 0959-72-5105 http://gotobrand.jp/

42630 五島漁業協同組合 水産業 長崎県 五島市 福江町1190-9 0959-74-5510 https://goto-gyokyo.net/

42631 奈留町漁業協同組合 水産業 長崎県 五島市 奈留町浦1839-7 0959-64-3115 http://www.jfnaru.com/

42632 若松町中央漁業協同組合 水産業 長崎県 南松浦郡新上五島町 若松郷136-34 0959-46-2323

42633 神部漁業協同組合 水産業 長崎県 南松浦郡新上五島町 若松郷639 0959-46-3311

42634 若松漁業協同組合 水産業 長崎県 南松浦郡新上五島町 漁生浦郷133 0959-46-2300

42635 上五島町漁業協同組合 水産業 長崎県 南松浦郡新上五島町 青方郷2273 0959-52-2008 http://www.jf-kamigotou.or.jp

42636 新魚目町漁業協同組合 水産業 長崎県 南松浦郡新上五島町 小串郷422-6 0959-55-3131

42637 有川町漁業協同組合 水産業 長崎県 南松浦郡新上五島町 有川郷382-13 0959-42-0019 http://www.arikawa-fish.net/

42638 浜串漁業協同組合 水産業 長崎県 南松浦郡新上五島町 岩瀬浦郷722-26 0959-45-3311

42639 佐世保市漁業協同組合 水産業 長崎県 佐世保市 万津町91 0956-26-4555

42640 佐世保市相浦漁業協同組合 水産業 長崎県 佐世保市 相浦町2733 0956-47-2227

42641 平戸市漁業協同組合 水産業 長崎県 平戸市 宮の町655-13 0950-22-3133

42642 中野漁業協同組合 水産業 長崎県 平戸市 川内町1029-3 0950-24-2221

42643 志々伎漁業協同組合 水産業 長崎県 平戸市 志々伎町1460-7 0950-27-1144

42644 新松浦漁業協同組合 水産業 長崎県 松浦市 鷹島町阿翁浦免637 0955-48-3131

42645 宇久小値賀漁業協同組合 水産業 長崎県 北松浦郡小値賀町 笛吹郷2789-4 0959-56-3131

42646 生月漁業協同組合 水産業 長崎県 平戸市 生月町壱部浦168-2 0950-53-2131

42647 舘浦漁業協同組合 水産業 長崎県 平戸市 生月町舘浦107-2 0950-53-1515 http://jf-tachiura.or.jp

42648 大島村漁業協同組合 水産業 長崎県 平戸市 大島村的山川内330-3 0950-55-2531

42649 九十九島漁業協同組合 水産業 長崎県 佐世保市 小佐々町楠泊1837 0956-69-3161 http://www.jf99.or.jp/
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42650 郷ノ浦町漁業協同組合 水産業 長崎県 壱岐市 郷ﾉ浦町郷ﾉ浦405-6 0920-47-1960

42651 勝本町漁業協同組合 水産業 長崎県 壱岐市 勝本町勝本浦575-61 0920-42-1180

42652 箱崎漁業協同組合 水産業 長崎県 壱岐市 芦辺町瀬戸浦171 0920-45-2350

42653 壱岐東部漁業協同組合 水産業 長崎県 壱岐市 芦辺町諸吉本村触1342-14 0920-45-0385

42654 石田町漁業協同組合 水産業 長崎県 壱岐市 石田町印通寺浦176 0920-44-5020

42655 厳原町漁業協同組合 水産業 長崎県 対馬市 厳原町久田1-7 0920-52-0513

42656 阿須湾漁業協同組合 水産業 長崎県 対馬市 厳原町東里72 0920-52-0509

42657 美津島町高浜漁業協同組合 水産業 長崎県 対馬市 美津島町鶏知甲1321 0920-54-2028

42658 美津島町漁業協同組合 水産業 長崎県 対馬市 美津島町久須保711-10 0920-54-5020

42659 美津島町西海漁業協同組合 水産業 長崎県 対馬市 美津島町竹敷4-220 0920-54-2207

42660 豊玉町漁業協同組合 水産業 長崎県 対馬市 豊玉町千尋藻355-9 0920-58-1311

42661 峰町東部漁業協同組合 水産業 長崎県 対馬市 峰町佐賀33-14 0920-82-0011

42662 上県町漁業協同組合 水産業 長崎県 対馬市 上県町鹿見字京ヶ崎13-3 0920-85-0509

42663 伊奈漁業協同組合 水産業 長崎県 対馬市 上県町伊奈1279-4 0920-85-0069

42664 佐須奈漁業協同組合 水産業 長崎県 対馬市 上県町佐須奈乙1164-3 0920-84-2306

42665 上対馬南漁業協同組合 水産業 長崎県 対馬市 上対馬町琴1247 0920-87-0316

42666 上対馬町漁業協同組合 水産業 長崎県 対馬市 上対馬町西泊206 0920-86-2021

43600 熊本県漁業協同組合連合会 水産業 熊本県 熊本市 西区中原町６５６ 096-329-8800

43601 滑石漁業協同組合 水産業 熊本県 玉名市 滑石１６８３ 0968-76-2166

43602 熊本県真珠養殖漁業協同組合 水産業 熊本県 天草市 北浜町２６７０−３３ 0969-22-3204

43603 網田漁業協同組合 水産業 熊本県 宇土市 長浜町５０８－５ 0954-27-0040

43604 熊本県養鰻漁業協同組合 水産業 熊本県 熊本市 西区八島町728-32 096-335-7733

43605 天草漁業協同組合 水産業 熊本県 天草市 港町10-19 0969-27-7371

43606 熊本北部漁業協同組合 水産業 熊本県 玉名郡長洲町 大字長洲3328-20 0968-78-0516

43607 岱明漁業協同組合 水産業 熊本県 玉名市 岱明町883 0968-57-0008

43608 大浜漁業協同組合 水産業 熊本県 玉名市 大浜町2376 0968-76-0121

43609 松尾漁業協同組合 水産業 熊本県 熊本市 西区西松尾町4411 096-329-7052

43610 住吉漁業協同組合 水産業 熊本県 宇土市 住吉町875 0964-24-3205

43611 河内漁業協同組合 水産業 熊本県 熊本市 西区河内町船津2222-11 096-276-1050

43612 芦北町漁業協同組合 水産業 熊本県 葦北郡芦北町 田浦町428－3 0966-87-0035

43613 沖新漁業協同組合 水産業 熊本県 熊本市 西区沖新町３９３７ 096-329-7291

43614 倉岳町漁業協同組合 水産業 熊本県 天草市 倉岳町宮田１３７２－８ 0969-64-2007

43615 畠口漁業協同組合 水産業 熊本県 熊本市 南区畠口町７９１－２ 096-227-0029
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43616 海路口漁業協同組合 水産業 熊本県 熊本市 南区海路口町４１０ 096-223-0008

44600 大分県漁業協同組合 水産業 大分県 大分市 府内町3-5-7水産会館４階 097-532-6611 http://www.otgyoren.jf-net.ne.jp/

45600 宮崎県漁業協同組合連合会 水産業 宮崎県 宮崎市 港2丁目6番地 0985-28-6111 http://www.mzgyoren.jf-net.ne.jp/

45601 北浦漁業協同組合 水産業 宮崎県 延岡市 北浦町市振541番地4 0982-45-3101

45602 島浦町漁業協同組合 水産業 宮崎県 延岡市 島浦町874番地1 0982-43-1111

45603 延岡漁業協同組合 水産業 宮崎県 延岡市 方財町230番地 0982-33-3056

45604 延岡市漁業協同組合 水産業 宮崎県 延岡市 土々呂町3丁目4040番地 0982-37-0611

45605 庵川漁業協同組合 水産業 宮崎県 東臼杵郡門川町 庵川西6丁目188番地 0982-63-1048

45606 門川漁業協同組合 水産業 宮崎県 東臼杵郡門川町 大字門川尾末8807番地60 0982-63-2123

45607 日向市漁業協同組合 水産業 宮崎県 日向市 大字細島852番地3 0982-52-4088

45608 都農町漁業協同組合 水産業 宮崎県 児湯郡都農町 大字川北3741番地 0983-25-0028

45609 川南町漁業協同組合 水産業 宮崎県 児湯郡川南町 大字川南17437番地4 0983-27-0026

45610 一ツ瀬漁業協同組合 水産業 宮崎県 宮崎市 佐土原町下富田4643番地 0985-73-4881

45611 檍浜漁業協同組合 水産業 宮崎県 宮崎市 港1丁目15番地 0985-25-2773

45612 宮崎漁業協同組合 水産業 宮崎県 宮崎市 港1丁目9番地 0985-29-7171 http://www.jf-m.jp/

45613 宮崎市漁業協同組合 水産業 宮崎県 宮崎市 青島3丁目5番1号 0985-65-1011 http://www.jf-miyazakishi.jp/

45614 日南市漁業協同組合 水産業 宮崎県 日南市 字石河588番地129 0987-23-2111
http://www.mznitinangyokyo.jf-

net.ne.jp/

45615 南郷漁業協同組合 水産業 宮崎県 日南市 南郷町中村乙4614番地3 0987-64-1155

45616 栄松漁業協同組合 水産業 宮崎県 日南市 南郷町中村乙4129番地 0987-64-0206

45617 外浦漁業協同組合 水産業 宮崎県 日南市 南郷町潟上134番地54 0987-64-1161

45618 串間市東漁業協同組合 水産業 宮崎県 串間市 大字大納136の乙 0987-76-1515

45619 串間市漁業協同組合 水産業 宮崎県 串間市 大字西方15071番地128 0987-72-0020 http://www.kushimasigyokyou.jp/

46600 鹿児島県漁業協同組合連合会 水産業 鹿児島県 鹿児島市 鴨池新町１１－１ 099-253-7811

46601 鹿児島県漁業協同組合 水産業 鹿児島県 鹿児島市 鴨池新町11-1 099-806-1313

46602 東町漁業協同組合 水産業 鹿児島県 出水郡長島町 鷹巣1769-1 0996-86-1200

46603 北さつま漁業協同組合 水産業 鹿児島県 阿久根市 晴海町2 0996-72-1511

46604 川内市漁業協同組合 水産業 鹿児島県 薩摩川内市 港町6185ｰ7 0996-26-2011

46605 甑島漁業協同組合 水産業 鹿児島県 薩摩川内市 里町里3527-1 09969-3-2316

46606 羽島漁業協同組合 水産業 鹿児島県 いちき串木野市 浜田町85-1 0996-35-0001

46607 串木野市漁業協同組合 水産業 鹿児島県 いちき串木野市 西浜町19 0996-32-4111

46608 市来町漁業協同組合 水産業 鹿児島県 いちき串木野市 湊町1丁目103番地 0996-36-2009

46609 江口漁業協同組合 水産業 鹿児島県 日置市 東市来町伊作田2101 099-274-2326

46610 加世田漁業協同組合 水産業 鹿児島県 南さつま市 加世田小湊8279-1 0993-53-9531
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46611 笠沙町漁業協同組合 水産業 鹿児島県 南さつま市 笠沙町片浦6510-8 0993-63-0048

46612 坊泊漁業協同組合 水産業 鹿児島県 南さつま市 坊津町坊5601-4 0993-67-1313

46613 枕崎市漁業協同組合 水産業 鹿児島県 枕崎市 松之尾町64 0993-72-2111

46614 山川町漁業協同組合 水産業 鹿児島県 指宿市 山川福元6717 0993-34-0111

46615 指宿漁業協同組合 水産業 鹿児島県 指宿市 湊4-13-27 0993-22-2236

46616 谷山漁業協同組合 水産業 鹿児島県 鹿児島市 谷山中央3丁目4614 099-268-2003

46617 鹿児島市漁業協同組合 水産業 鹿児島県 鹿児島市 城南町24-28 099-222-9435

46618 三島村漁業協同組合 水産業 鹿児島県 鹿児島市 名山町12-18 099-226-5011

46619 錦江漁業協同組合 水産業 鹿児島県 霧島市 隼人町真孝1041 0995-42-0030

46620 牛根漁業協同組合 水産業 鹿児島県 垂水市 牛根麓9-4 0994-32-1389

46621 東桜島漁業協同組合 水産業 鹿児島県 鹿児島市 東桜島町413-3 099-221-2862

46622 垂水市漁業協同組合 水産業 鹿児島県 垂水市 海潟643-6 0994-32-1165

46623 鹿屋市漁業協同組合 水産業 鹿児島県 鹿屋市 古江町7468 0994-46-3111

46624 ねじめ漁業協同組合 水産業 鹿児島県 肝属郡南大隅町 根占川南1104 09942-4-2628

46625 東串良漁業協同組合 水産業 鹿児島県 肝属郡東串良町 川東5023-10 0994-63-8518

46626 志布志漁業協同組合 水産業 鹿児島県 志布志市 志布志町帖6617-17 0994-72-1011

46627 種子島漁業協同組合 水産業 鹿児島県 西之表市 西町192 09972-2-0620

46628 南種子町漁業協同組合 水産業 鹿児島県 熊毛郡南種子町 島間1 09972-6-4620

46629 屋久島漁業協同組合 水産業 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 安房136 09974-6-3116

46630 奄美漁業協同組合 水産業 鹿児島県 奄美市 笠利町外金久亀崎988-1 0997-63-2167

46631 瀬戸内漁業協同組合 水産業 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋字船津38 0997-72-1135

46632 喜界島漁業協同組合 水産業 鹿児島県 大島郡喜界町 湾2967 0997-65-0249

46633 とくのしま漁業協同組合 水産業 鹿児島県 大島郡徳之島町 亀津7428 0997-82-0791

46634 沖永良部島漁業協同組合 水産業 鹿児島県 大島郡和泊町 手々知名512-192 0997-92-3427

46635 名瀬漁業協同組合 水産業 鹿児島県 奄美市 名瀬港町11-7 0997-52-5321

46636 吹上町漁業協同組合 水産業 鹿児島県 日置市 吹上町入来4090-4 099-296-2405

46637 十島村漁業協同組合 水産業 鹿児島県 鹿児島市 泉町13-13 099-224-9768

46638 かいえい漁業協同組合 水産業 鹿児島県 指宿市 開聞川尻5873-7 0993-32-2056

46639 内之浦漁業協同組合 水産業 鹿児島県 肝属郡肝付町 南方22-2 0994-67-2121

46640 高山漁業協同組合 水産業 鹿児島県 肝属郡肝付町 波見1753-5 0994-65-6336

46641 与論町漁業協同組合 水産業 鹿児島県 大島郡与論町 茶化241-4 0997-97-2221

47600 沖縄県漁業協同組合連合会 水産業 沖縄県 那覇市 前島３丁目２５番３９号 098-860-2600 www.jf-okinawa.jp

47601 与那原・西原町漁業協同組合 水産業 沖縄県 島尻郡与那原町 字板良敷６４９番地 098-946-2316 http://www.yonishi.com/
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47602 宮古島漁業協同組合 水産業 沖縄県 宮古島市 平良荷川取593番地5 0980-72-2029

47603 与那城町漁業協同組合 水産業 沖縄県 うるま市 与那城平安座9396番地6 098-977-8510

47604 伊江漁業協同組合 水産業 沖縄県 国頭郡伊江村 字川平498番地 06980-49-2035 http://www.iegyo.com

47605 糸満漁業協同組合 水産業 沖縄県 糸満市 字糸満1943-2 098-992-2011

47606 与那国町漁業協同組合 水産業 沖縄県 八重山郡与那国町 字与那国4022 0980-87-2803

47607 沖縄県車海老漁業協同組合 水産業 沖縄県 那覇市 前島２－２－７ 098-869-0716
http://www.kurumaeb.com/index.ht

ml

47608 伊良部漁業協同組合 水産業 沖縄県 宮古島市 伊良部字前里添１番地 098-078-3119

47609 八重山漁業協同組合 水産業 沖縄県 石垣市 新栄町83番地 0980-82-2448

47611 羽地漁業協同組合 水産業 沖縄県 名護市 仲尾次510番地の7 0980-58-1829

47612 本部漁業協同組合 水産業 沖縄県 国頭郡本部町 字谷茶28番地 0980-47-2500 http://www.motobu.jp/

47613 石川漁業協同組合 水産業 沖縄県 うるま市 石川石崎２丁目１番 098-964-3187

47614 佐敷中城漁業協同組合 水産業 沖縄県 南城市 佐敷字津波古３７５－２ 098-947-6723

47615 久米島漁業協同組合 水産業 沖縄県 島尻郡久米島町 字宇根４０２番地 098-985-8216

47616 座間味村漁業協同組合 水産業 沖縄県 座間味村 字座間味94番地 098-987-2015

47617 沖縄市漁業協同組合 水産業 沖縄県 沖縄市 泡瀬1丁目11番28号 098-939-3711

47618 那覇地区漁業協同組合 水産業 沖縄県 那覇市 港町1丁目1番9号 098-868-5472 http://www.nahachiku-gyokyo.jp

47619 浦添宜野湾漁業協同組合 水産業 沖縄県 浦添市 牧港５丁目２２番２号 098-877-6600

47621 沖縄県近海鮪漁業協同組合 水産業 沖縄県 那覇市 港町1-1-16 098-868-3324

47622 港川漁業協同組合 水産業 沖縄県 島尻郡八重瀬町 字港川381番地 098-998-2261

47623 勝連漁業協同組合 水産業 沖縄県 うるま市 勝連平敷屋3821-18 098-983-0003

47624 宜野座村漁業協同組合 水産業 沖縄県 国頭郡宜野座村 字漢那1703-4 098-968-3755

47625 国頭漁業協同組合 水産業 沖縄県 国頭郡国頭村 字辺土名183番地４ 0980-41-2588

47626 北谷漁業協同組合 水産業 沖縄県 北谷町 字港４ 098-936-1847

47627 名護漁業協同組合 水産業 沖縄県 名護市 城3-1-1 0980-52-2812

47628 伊平屋村漁業協同組合 水産業 沖縄県 島尻郡伊平屋村 我喜屋217番地の30 0980-46-2368

47629 金武漁業協同組合 水産業 沖縄県 国頭郡金武町 字金武4363番地の7 098-968-3596

47630 今帰仁漁業協同組合 水産業 沖縄県 国頭郡今帰仁村 字運天962番地4 0980-56-2226 https://www.naki-umi.com

47631 読谷村漁業協同組合 水産業 沖縄県 中頭郡読谷村 字都屋33番地 098-956-1640 www.yomitangyokyou.com

47632 那覇市沿岸漁業協同組合 水産業 沖縄県 那覇市 港町3丁目1番17号 098-861-2707

47633 知念漁業協同組合 水産業 沖縄県 南城市 知念知名1198番地 098-947-6616 http://www.jf-chinen.com/

47634 渡嘉敷漁業協同組合 水産業 沖縄県 渡嘉敷村 字渡嘉敷352番地 098-987-2400

47635 伊是名漁業協同組合 水産業 沖縄県 島尻郡 伊是名村字勢理客2809番地の3 0980-45-2018


